
 

 

 

 

 

 

２日間の１学期が終わりました。桜の舞う中での入学式・始業式に始まり、あっという間に駆け

抜けたような１学期でした。その間、本校では１年生の部活動の本入部、生徒総会、修学旅行、

学校総合体育大会、２度の定期テスト・・・と様々な行事や日々の生活の中で、未来を見つめ自

ら行動できる生徒を目指してきました。保護者の皆様には、本校教育活動にご理解ご協力をいただきました

こと感謝申し上げます。 

生徒の皆さん、明日から４２日間の長い夏休みに入りますが、まずは健康と安全第一で過ごしてください。

そして自由な時間がたくさんあるからこそできる活動（今までの総復習、自主学習、自由研究、作品作り、

読書、体力作り・・・・）に積極的に取り組んでみてください。４２日後に一段と成長した姿で戻ってくる

ことを楽しみにしています。 

 

薬物乱用防止教室 ７／１２ 

学校薬剤師のチェリー薬局の 湯本宣行 様 をお招きして２・３年

生を対象に、薬物の恐ろしさや身近にある薬品等についてご講演いただ

きました。教えていただいたことをもとに、将来にわたり自分の身体を

大切にできるようにしてほしいと願っています。 

 

頑張っています山王中生！ 

狭山地区硬筆展覧会 （敬称略） 
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狭山市図工美術展覧会  すべて２年生・入選  （敬称略） 

○○○○   ○○○○    ○○○○    ○○○○ 
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お知らせ 

 学割証発行について（詳しくは本校ＨＰをご覧ください） 

JR 各線について、片道が 101ｋｍ以上ある場合に運賃（鉄道・航路等の運賃の合計額が 2割引きとなる

学割証を学校で発行することができます（有効期限 3 か月）。発行するためには学割証発行願が必要で

す。希望の方は事務室から発行願を受け取り、ご家庭で記入し、事務室にご提出ください。即日の交付

は原則としてできません。夏季休業中の学割証発行願申し出は 7月末が期限です。 

 夏季休業中にお子さんがコロナに感染した場合は、学校までご一報ください。ただし下記の学校閉庁期

間や土日にわかった場合は、閉庁明け等にご連絡ください。 

 学校閉庁のお知らせ 

８月１１日から１６日までの期間は、学校に職員は勤務していません。緊急性の高い事件事故について

は警察等の関係機関へ連絡するほか、下記までご連絡ください。 

緊急時の連絡先：狭山市教育委員会教育指導課 電話：04-2953-1111(内線 5652,5653,5657) 

 さやまっこ茶レンジスクール夏季集中講義 本校各会場 

  ８／２～４、２２～２４の６回 ９：１０～ 

 三者相談 ７／２５～ 

生徒棟のトイレ改修工事のため、会場が変更になります。詳細は別途通知をご覧ください。 

７

山王中だより 
 

令和４年７月２０日 
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校 長 土屋 孝夫 

相談室 2957-4968 学校教育目標  未来を見つめ自ら行動する生徒 

 

〇〇〇〇 画伯 



 不登校の悩み個別相談会 令和４年８月２８日（日） 

午前の部：１０時から  午後の部：１３時から 

場 所 With You さいたま（さいたま市中央区新都心２－２ホテ 

ルブリランテ武蔵野４階）右のＱＲコードから申し込みを 

 私立高校における授業料等の公的補助について 

私立高校に通う家庭の経済的負担を軽減するために、国（就学支援事業）と埼玉県（父母負担軽減事業）

による補助金が支給されます（現金支給ではなく減免されるイメージです）。詳しくは県のＨＰで。 

 
 ３年生は積極的に高校見学等参加を 

県の総合教育センターＨＰに説明会等の一覧があります（https://www.center.spec.ed.jp/nyuushi） 

 

９月行事予定 

 

 
 

コーヒータイム 夏休み中にじっくり考えてください 

１ ４人家族は目玉焼きの味付けがそれぞれ「しょうゆ、ソース、塩、マヨネーズ」と異なります。次の情報か

らそれぞれどの味付けが好みか判断してください。● お父さんはしょうゆかマヨネーズ ●お母さんは

塩かしょうゆ ●タロウ君は塩かマヨネーズ  ●しょうゆはお父さんかハナちゃん 

２ 右図のような対角線が８㎝の正方形に内接する円の面積を求めなさい。 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
日 曜 学校行事等

下
校

授業予定 授業予定
日 曜 学校行事等

下
校

式 月５ 避訓 × × × 体祭 体祭 体祭 体祭 体祭 体祭
式 月５ 避訓 × × × 体祭 体祭 体祭 体祭 体祭 体祭
式 月５ 避訓 × × × 体祭 体祭 体祭 体祭 体祭 体祭

金１ 金２ 金３ 金４ 金５ ×
金１ 金２ 金３ 金４ 金５ ×
国 数 社 理 英 ×

火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

月１ 月２ 月３ 月４ 月５ × 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
月１ 月２ 月３ 月４ 月５ × 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
月１ 月２ 月３ 月４ 月５ × 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
火１ 火３ 火２ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火３ 火２ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火３ 火２ 火４ 火５ 火６ 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 体練
木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
金１ 金２ 金３ 金４ 金５
木５ 体練 除作 学年 学年 × × ×
木５ 月５ 除作 学年 学年 × × ×
木５ 体練 除作 学年 学年 × × ×

火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６
火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

月１ 月２ 月３ 月４ 体練 金１ 金２ 金３ 金４ 火６ ×
月１ 月２ 月３ 月４ 体練 金１ 金２ 金３ 金４ 火６ ×
月１ 月２ 月３ 月４ 体練 金１ 金２ 金３ 金４ 火６ ×
火１ 火２ 火５ 火６ 木２ 体練 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火２ 火５ 火６ 木２ 体練 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
火１ 火２ 火５ 火６ 木２ 体練 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
水１ 体練 水４ 水５ 水６ 体練 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
水１ 水２ 水４ 体練 水６ 体練 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
水１ 水２ 水４ 水５ 体練 体練 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
木１ 木３ 木４ 木５ 予行 予行
木１ 木３ 木４ 木５ 予行 予行
木１ 木３ 木４ 木５ 予行 予行
金１ 金２ 金３ 金４ 体練 体練
金１ 金２ 金３ 金４ 体練 体練
金１ 金２ 金３ 金４ 体練 体練

日 体育祭予備①

3 土 19

土
体育祭（雨天時は月曜日課・弁当）→振休
10/3、

16:30

2 金 4市テスト、給食開始、セクション会議、 17:30 18

1 木 始業式、避難訓練、 12:00 17

火 体育祭予備②、 17:30

5 月 17:30 21

月 敬老の日

4 日 20

木 生徒朝会（壮行会）、家庭教育学級、 17:30

7 水 新人水泳県大会、英語弁論暗唱大会、 16:05 23

水 午後練あり、 16:05

6 火 学年朝会、県学調接続確認調査②、 17:30 22

土

9 金 専（セクション）、 17:30 25

金 秋分の日

8 木 17:30 24

月 新人市予選、
10:50
12:50

11 日 27

日 新人市予選、

10 土 除草作業、Ｐ運、
12:15
16:30

26

水 新人予備２、 16:05

13 火 学校朝会、 17:30 29

火 新人予備１、Ⅱ期時間割開始、 17:00

12 月 17:30 28

16 金 体育祭準備⑤⑥、 17:30

金 （18日体育祭の場合に振休）、 16:30

15 木 体育祭予行⑤⑥、 17:30
体育祭17日○→10/3振休
１７日×・１８日○→１７日は授業、１８日体育祭→9/30＆10/3振休
１７日×・１８日×→１7日は授業、１８日は休み、２０日体育祭→10/3振休

木 諸活動停止開始 16:30

14 水 集金、 16:05 30

前号の答え １ 絵具で赤・青・黄を混ぜると何色になる？→黒 
２ Q・W・E・R・(  )・Y・U・I・O・P  空欄に入るアルファベットは何？→Ｔ（ＰＣのキーボードを見てください） 


